
                                 

 

 

 

 

 

 

お待たせいたしました 

図書資料コーナーに絵本などの児童書を含め、新しい図書４０冊が入りました。 

生き方を考える本！楽しい本！生き抜くための本！などなど…… 

“あなたにふさわしい本”が、きっと見つかります   

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防災ピクニックが子どもを守る！(MAMA－PLUG 編著/KADOKAWA) 369.3/ホ/14 

 避難バックを野外で点検、ガスバーナで非常食クッキング・・・。 

 親子レジャーを通して、災害時に必要な備えを学ぶ「防災ピクニック」 

を豊富な写真とともに解説。 

 小さな子どもでも防災について楽しく学習できる。 

家めしの王道 (林 望著/KADOKAWA) 596/イ/14 

 さあ、男の料理も女の料理も超越した「リンボウ流クッキング」を 

始めましょう！毎日、夫婦二人のすべての食事を作り続けている 

リンボウ先生が、簡単に楽しく美味しい家庭料理を作るコツとレシピを 

紹介します。 

おかん男子の毎日ごはん (つのまこと著/出版芸術社) 596.04/オ/14 

 見た目は地味だが、安くてカンタン、栄養のボリュームもばっちり。 

 四十路の独身編集長が作った、なつかしの“おかん”の味がする料理

を紹介する。 

 ブログ『編集長のお弁当』を書籍化。 

 

図解離婚のための準備と手続き (鈴木幸子/柳沢里美監修/新星出版社) 

324.62/ス/14 

 離婚したら戸籍はどう変わる？別れた後の子どもとの接触はどう 

なる？養育費に関するトラブルを避けるには？離婚に迷う人の助け 

になる知識や最新動向を、豊富な図を交えてわかりやすく説明。 

 養育費算定表など資料も収録。 
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不安解消！親の入院・介護のしくみと手続きがすぐわかる本 

            （城島明彦著/秀和システム）369.26/フ/14 

 親の入院や介護にともなう必要情報や知識をまとめた本。 

 介護保険、医療保険、周辺制度の必要なところだけを手早く理解でき 

るよう、わかりやすく紹介する。 

 

就職・転職に有利な女性の資格全ガイド ’1６年版 

（成美堂出版編集部編著/成美堂出版）366.29/シ/14   

 資格を取って就職、転職・自立を目指す女性のためのガイド。 

 証券アナリスト、通訳案内士、保育士、美容師、ＤＩＡアドバイザー 

など、約２５０の資格を厳選。試験データのほか、収入の将来性、難易 

度などをていねいに紹介する。 

人生は服、次第 (政近準子著/宝島社) 589.2/シ/14 

 パーソナルスタイリストが｢服がたくさんあるのに、毎日着るものが 

ない」と悩む人に向けて、自分の容姿に合った着映えする服や、スタイル 

をつくる着こなし、信頼を生む着こなしなど、人生が変わる服の選び方 

を指南する。 

パートナーの浮気に気づいたら！調査、慰謝料、離婚への最強アドバイス 

              （元栄太一郎編著/中央経済社）324.62/ハ/14 

 パートナーの浮気に悩む人のために「離婚」という二文字が頭を 

よぎってから離婚に至るまでの一連の流れ、泣き寝入りしないため 

のノウハウを解説。浮気発見の端緒、証拠の集め方、慰謝料請求の 

方法についても詳細に説明する。 

社会保障便利辞典 平成 26 年版（週刊社会保障編集部編/法研）364/シ/14 

 母性保護から遺族保障まで、複雑な社会保障を、一生のライフ 

サイクルに沿って、コンパクトに解説。社会保障の内容、手続き 

のしかた、問合せ先など、いざというときに役に立つ情報が満載。 

 

 

ドレス・アフター・ドレス（中村和恵著／平凡社）383.1/ト/14 

完全防水の鮭革ブーツにトナカイ皮のパーカにオーダーメイド

のブラジャー・・・。人々の知恵と欲望と試行錯誤がいっぱいの、

世界の「衣服」について綴る。 

「ウェブ平凡」連載を単行本化。 

 仕事・生き方・社会  



 

弁護士に聞きたい！ストーカー・ＤＶの問題Ｑ＆Ａ  

（馬場・沢田法律事務所編/中央経済社) 326.24/へ/14 

 ストーカー規制法やＤＶ防止法の知識をまとめ、法律的手続全体に関 

連づけて、問題の速やかな対処法を解説する。配偶者暴力相談センター 

連絡先一覧も収録。2013年の法改正に対応し、新しい裁判例等を織り込ん

だ第２版。 

なぜ、女性が活躍する組織は強いのか？ （麗 幸子編/日経ＢＰ社) 336.4/ナ/14 

 女性の力を最大化する組織マネジメントとは？「女性が活躍す

る会社ベスト 100」にランキングされた企業 19 社のダイバー

シティ推進の歩み、主な施策とその効果を紹介する。 

 

 

 

女性社員にまかせたら、ヒット商品ができちゃつた （中島 隆著/あさ出版) 675/シ/14 

 お金もない、コネもない、人も足りない。ないないづくしの会社

が、そしてそこで働く人たちが、どんなことを、どんな思いでやっ

てきたのか。ミリオンセラー商品を生み出した中小企業「リベルタ」

のエピソードを紹介する。 

 

ＰＴＡをけっこうラクにたのしくする本 （大塚玲子著/太郎次郎社エディタス）374.6/ヒ/14 

役員決め、仕事の分担、情報共有・連絡、おサイフ管理・・・。 

ヨソのＰＴＡでは、どうやっているの？ＰＴＡをいまよりラクにたの

しくするための具体的なアイデアを、改革の先駆者たちへの取材やア

ンケート調査をもとに徹底紹介。 

 

「恋するまえに デートＤＶしない・されない 10 代のためのガイドブック  

          （バリー・レビィ著/梨の木舎出版）367.1/コ/14 

デートＤＶの被害者支援に３０年の経験をもつアメリカの専門 

家、バリー・レビィさんが若者向けに書いた、とてもわかりやす 

いデートＤＶの本です。デートＤＶを理解し、加害者にも被害者 

にもならないで健康な関係を作るために役立つ本です。 

 

「モラル・ハラスメント」のすべて（本田りえ・露木肇子・熊谷早智子著/講談社）367.3/モ/14 

夫からのモラハラ被害から脱出するためのガイドブック。モラ 

ル・ハラスメントとはどういうことなのか。心理的な基礎知識を 

解説するとともに、モラハラの現状と、もっと適切と思われる法 

的手段についてくわしく紹介する。 

 

 



カウンセラーが語るモラルハラスメント （谷本 恵美著/晶文社）367.3/カ/14 

「精神的ＤＶ」「心の暴力」であるモラルハラスメントによって心 

を傷つけられた人のカウンセリングブック。モラハラをする人の 

心理や問題、被害者が「被害者心理」から脱却していく過程での問題 

について解説する。 

 

 

ＤＶ、虐待加害者の実態を知る （ランディ・バンクロフト著/明石書房）367.1/デ/14 

ＤＶ加害者を冷静に見極め考え方を深く分析し、彼らを変えるた 

めのプロセスを考察。暴力、コントロール、操りに奮闘されている 

被害者が、その実体を理解し立ち直っていくためのガイド。 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

お父さんがキモイ理由を説明するね （中山順司著/泰文堂) 367.3/オ/14 

 「お父さん、ワタシ告白されたんだ」という娘に、あなたならどう 

答える！？ 年頃になり、関係が途切れがちになった娘と会話を重ね 

た四十路父さんの奮闘紀。 

「Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｅｄｉａ 誠」の人気コラムを書籍化。 

 

女性のためのランニング学 

（ジェイソン・Ｒ、カーブ著/日向やよい訳/ガイアブックス) 782/シ/14 

 女性ランナーの生理学 、トレーニング、障害とその予防、栄養と 

ウェイトコントロールなどをまとめたランニング書。 

 女性の心血管系、ホルモン、代謝、筋肉、身体構造上の特徴に基 

づいた総合的なトレーニング情報を解説する。 

 

女医が教える働く男の怒りと疲れをパワーに変える処方箋 

          （奥田弘美著/メディカルトリビューン）498.39/シ/14 

眉間にしわを寄せて自分を叱咤激励しながら頑張り続けている 

男性諸氏におくる、元気回復レシピ。 

 ６つの観点から男性の心と体のストレスと疲れを和らげ、解消す 

る方法を提案する。 

 こころ・からだ  



がんに不安を感じたら読む本 （本荘そのこ著/光文社）495.46/カ/14 

 「２人に１人が生涯に一度はガンに羅患する時代」に大切な心

がまえとは何か。元乳がん患者の著者が、がん治療における落とし

穴、いざというときのための「選択力」の身に付け方、全国の名医

の活動、がん治療の現場などを紹介。 

 

難民高校生 （仁藤 夢乃著/英治出版）368.71/ナ/14 

 家庭・学校のつながりを失い、渋谷を彷徨っていた中高時代。 

 やりたいことも夢も失くし、学校を中退。 

 妊娠、中絶、ＤＶ、リストカット、自殺未遂・・・。 

 私の周りには、そんな子がたくさんいた― 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

スナックさいばらおんなのけものみち  男とかいらなくね？編 

 (西原理恵子著/ＫＡＤＯＫＡＷＡ）159.6/ス/14 

男による女たちへのダメ出し、オーバー５０の先輩に訊く女の

シアワセ、この世でいちばん大事なおカネの話・・・。理恵子マ

マによる、幸せを手に入れるための超実践的・女のトリセツ。 

 「本の旅人」等連載を書籍化。 

スイスを知るための６０章 (スイス文学研究会編/明石書房）302.34/ス/14 

 地理的にヨーロッパの中心部に位置し、小国ながら４っの言語

圏を抱えるスイス。自然、歴史、都市、文学、美術、政治など、

多数のトピックにわたり、スイスのさまざまな姿、特にその特徴

や魅力を紹介する。 

甘いお菓子は食べません (田中兆子著/新潮社）913.6/ア/14 

 甘いお菓子で前を向けるほど、オンナはラクじゃない。セック

スレス、アル中、母にならないこと・・・。すべて剥がれ落ちた

果てに、彼女たちが見つけた欲望の正体とは－。 

 ４０代女性の生きることの危うさと悦びをあぶり出す。 

 ドキュメンタリー・エッセイ・小説  



我慢ならない女 (桂 望実著/光文社）913.6/カ/14 

 編集者を悩ますやっかいな小説家・樺山ひろ江。全身全霊で作品 

に挑む彼女は、変人であることを恐れない。 

 「嫌な女」の著者が、作家という業を抱え不器用に生きる女の人 

生の浮き沈みを描く。 

女友だちの賞味期限 (ジェニー・オフィル編著/プレジデント社）934.78/オ/14 

 恋愛の終わりも辛いが、親しい女友だちを失う寂しさには、別の種

類の苦味がある－。血縁でも恋愛でもない、友情という人間関係が生

まれ、そして壊れるときに経験する強い感情をテーマにした実話。 

 

女は笑顔で殴りあう (滝波ユカリ著/筑摩書房）914.6/オ/14 

  「私の方が上ですけど？」自分の優位性を言葉や態度で誇

示してしまう女同士の「マウンティング」。タイプ別マウンテ

ィスト、「攻め」と「受け」の関係と傾向、回避法など、マウ

ンティング女子の実態を赤裸々に語り合う。 

女ひとり海外で働いてます！ (ひうらさとる著/ＫＡＤＯＫＡＷＡ）334.42/オ/14 

  漫画家・ひうらさとるが、カンボジア・モンゴル・マレーシ

ア・タイで働く日本人女性を旅しながらレポートする。ＮＨＫ

のドキュメンタリー番組「アジアで花咲け！なでしこたち」で

使用した原稿に描き下ろしを加え書籍化。 

望郷  (森 瑶子著/KADOKAWA）913.6/ホ/14 

  スコットランドに生まれ育ったリタは、日本人で初めてモル

トウィスキーの製造方法を学びにやってきた竹鶴政孝と運命的

に出会い・・。ニッカウヰスキー創業者・竹鶴政孝と、妻リタ

の人生をモデルに描いた長編伝記小説。 

女の子よ銃を取れ (雨宮まみ著/平凡社）159.6/オ/14 

  女にとって、外見とはなんなのでしょうか－。顔やスタイル、 

ファッションをめぐり、他者の視線と自意識の間でゆれ動くこ

じらせ女子の心をやさしくときほぐすエッセイ集。 

８７歳。紫竹おばあちゃん幸せの花園 (紫竹 昭葉著/海竜社）629.7/ハ/14 

  ガーデンにはいつも笑顔がいっぱい！十勝平野に紫竹ガーデン

をオープンし、８７歳の現在も花々の世話や訪問客の案内をしてい

る著者が、ガーデンや自らの半生について綴る。 

 

 



エッチのまわりにあるもの (すぎむら なおみ著/解放出版社）374.97/エ/14 

  高校の養護教諭が、「ＤＶと恋幻想」「スクール・セクハラ」など 

のテーマで、「性」にまつわるトラブルにまきこまれている高校生

の姿を描く。日本語が苦手な人でも読めるよう、内容をやさしくま

とめた「ＬＬページ」も掲載。 

 

昨夜のカレー、明日のパン (木皿 泉著/河出書房新社）913.6/キ/14 

 悲しいのに、幸せな気持ちにもなれるのだ。７年前、２５歳で

死んだ一樹。嫁のテッコと一樹の父は、周りの人々とともにゆ

るゆると彼の死を受け入れていく。なにげない日々の中にある

「コトバ」の力が心にしみる連載小説。 

 

村上海賊の娘 上巻 (和田 竜著/新潮社）913.6/ム/14 

  和睦が崩れ、信長に攻め立てられる大阪本願寺。海路からの

支援を乞われた毛利は村上海賊に頼ろうとした。その娘、景は

海賊働きに明け暮れ、嫁の貰い手のない悍婦で醜女だった・・・。

「週刊新潮」掲載を加筆修正し単行本化。 

 

村上海賊の娘 下巻 (和田 竜著/新潮社）913.6/ム/14 

 織田方の猛攻を雑賀衆の火縄が止めた。門徒の勢いを京より急 

襲した信長が粉砕する。毛利・村上の水軍をついに難波海へ。村 

上海賊は毛利も知らぬ禁じ手と秘術を携えていた・・・。「週刊 

新潮」掲載を加筆修正し単行本化。 

 

   

 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 

クリオネのしっぽ（長崎夏海著/講談社） 91/コウ/14 

学校は公共塾なのだと考えることにしている－。他人を拒絶する 

美羽、喧嘩上等タイプの幸栄。中２の６月。浮いたもの同士が出会 

い・・・。それぞれの現実を確かに生き抜く少女たちを描く。 

 

 

 

 児童書・絵本  



おかあさんといっしょ！おとうさんといっしょ！（いもとようこ/金の星社）Ｅ/キン/14 

うさぎさんも、ぞうさんも、カンガル－さんも、コアラさん 

も、み－んなおかあさんといっしょ！おとうさんといっしょ！ 

あかちゃんは、おかあさん、おとうさんといっしゃがだいすき 

！あかちゃんと楽しむ絵本。 

 

パパはわるものチャンピオン （板橋雅弘作/岩崎書店） Ｅ/イワ/14 

 パパの仕事は悪者プロレスラ－。正義の味方と闘って、やっつけ 

られてしまうんだ。でも、今日のタイトルマッチでは、悪の限りを 

尽くして勝利した。ぼくはうれしい、でも・・・。 

“パパわる”シリーズ第２弾！ 

 

 

トーラとパパの夏休み （リーサ・モローニ文/菱木晃子訳/あすなろ書店） Ｅ/アス/14 

 待ちに待った夏休み、トーラは、パパと森にキャンプにでかけ 

ます。森には、キリンもワニも、トロルだっているはずなのに、 

パパったら・・・。いつも忙しいパパと、想像力あふれる女の子 

の冒険を描いた北欧の楽しい絵本。 

 

 

 

 

図書の貸し出しについて図書の貸し出しについて図書の貸し出しについて図書の貸し出しについて    
 

❤❤❤❤    図書資料コーナーは４階です。図書資料コーナーは４階です。図書資料コーナーは４階です。図書資料コーナーは４階です。    

❤❤❤❤    貸し出し冊数は、１回につき貸し出し冊数は、１回につき貸し出し冊数は、１回につき貸し出し冊数は、１回につき 5555 冊（紙芝居を含む）まで冊（紙芝居を含む）まで冊（紙芝居を含む）まで冊（紙芝居を含む）まで    

です。です。です。です。    

❤❤❤❤    14141414 日以内に返却してください。日以内に返却してください。日以内に返却してください。日以内に返却してください。    

❤❤❤❤    借りるときは、図書と貸出票を持って１階の事務借りるときは、図書と貸出票を持って１階の事務借りるときは、図書と貸出票を持って１階の事務借りるときは、図書と貸出票を持って１階の事務室室室室までおまでおまでおまでお    

越しくださ越しくださ越しくださ越しくださ    

い。い。い。い。    


